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鳥取県立高等学校

県外生徒募集

鳥取県教育委員会事務局高等学校課

もうひとつの「ふるさと」へ

留学してみませんか？

©Yutaka Tetsuya
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◎特色入試の流れ◎ 
 
◆令和５年１月２６日（木） 

～１月２７日（金）の正午 
特色入学者選抜出願期間 
〈必要書類〉 

志願理由書（自己ＰＲ書） 
調査書 等 

 
◆令和５年２月３日（金） 

特色入学者選抜検査 
〈検査内容〉 

面接又は口頭試問 等 
 
◆令和５年２月１０日（金） 

特色入学者選抜合格内定 
 
※入試内容の詳細は令和４年８月頃決定

予定 

※募集生徒数は令和４年度のもの 



鳥取県立青谷高等学校
〒 689-0595 鳥取県鳥取市青谷町青谷２９１２

TEL（0857）85-0511 FAX（0857）85-0512

MAIL aoya-h@mailk.torikyo.ed.jp

これからの時代に必要な力を育てます

総合学科ならではの特色ある授業がたくさん！！
体験活動や探究活動をとおして、「できる」を増やしながら
学びを深めています！
特にＲ３年は、青谷学における
文学歴史グループが、第１５回
全国高校生歴史フォーラム（地
歴甲子園）で最高賞の知事賞を
受賞しました！

国公立大学から専門学校・就職まで！

進路決定率は100%！
詳しくはホームページを確認してね♪

青谷高校は、２年次から４つの系列に分かれて学習します。

それぞれの進路に合わせた選択や学び方がとても豊富です！

何より先生方が優しく接しやすいので、進路の相談や個別補

習も安心してお願いすることができます！是非、青高へ！

運動部
男子卓球部

女子卓球部

男子バレーボール部

女子バレーボール部

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部

弓道部

バドミントン部

陸上競技部

文化部
美術部

書道部

茶華道部

吹奏楽部

部落解放研究部

ビジネスライセンス同好会

ＥＳＳ同好会

学校ホームページ

進学も就職も幅広く実現

国内初「弥生人の脳」が出土した青谷上寺地遺跡での学習をはじめ、探究活動「青谷学Ⅰ・Ⅱ」において、課

題を見出して解決策を提案する力や、新たな価値を創り出す力を育み、主体的に行動する人材の育成を目指し

ています。

青谷高校ってどんな学校？

ミライのジブンをつくる！

青谷高校の特色ある授業

進路状況

青也くんなりすなちゃん

卒業生がデザインしたキャラクターです

弥生文化探究：弥生土器づくり フラワーデザイン：フラワーアレンジメント

部活動

在校生からのメッセージ

地域でのボランティア

地域の方と協働して、ＪＲ浜村駅前足湯の清掃活動

学校HP https://cmsweb2.torikyo.ed.jp/aoya-h/



鳥取県立岩美高等学校
〒681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富708番地2

TEL（0857）72-0474 FAX（0857）72-3445
MAIL iwami-h@mailk.torikyo.ed.jp

進学類型 観光・スポーツ類型 福祉・フード類型

●取得可能資格
実用英語技能検定
漢字能力検定
など

●取得可能資格
珠算電卓実務検定
情報処理検定
ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書実務検定
など

●取得可能資格
介護職員初任者研修
鳥取県福祉ﾍﾙﾌﾟﾒｲﾄ
保育技術検定
など

地域課題探究型学習

公営塾（大学受験，英会話）

「国公立大学合格プロジェクト」やインターンシップ、

面接対策セミナーなど、3年間を通して進路の実現を目指します。

主な進学先
●4年制大学

鳥取大学、公立鳥取環境大学、日本大学

神戸学院大学、武庫川女子大学、川崎医

療福祉大学、岡山理科大学ほか

●短期大学

鳥取短期大学、新見公立短期大学ほか

●専門学校

県立鳥取看護専門学校、鳥取市医療看護

専門学校、鳥取社会福祉専門学校ほか

主な就職先
●公務員

自衛隊、鳥取県警
●製造

FDK（株）、（株）一宮電機ほか
●福祉

社会福祉法人鳥取県厚生事業団ほか
●販売

（株）サンマート、ザグザグほか
●その他

地元企業各社、県外企業等

全生徒が部活動に加入！活発に活動してい

ます!!

運動部
ウェイトリフティング部

卓球部

男子硬式テニス部

女子バドミントン部

女子バレーボール部

男子バレーボール部

硬式野球部

陸上競技部

文化部
吹奏楽部/BMJO

手話部

茶道同好会

文芸同好会

英会話同好会／ESS

部落解放研究部

祝！
令和３年度全国高校総体
男子やり投げ８位入賞！

山陰唯一の
ジャズバンドが
あります♪

学校HP https://cmsweb2.torikyo.ed.jp/iwami-h/
学校ホームページ

岩美高校ってどんな学校？ 岩美高校の特色

進路状況 部活動

在校生からのひとこと！

〈祝 令和４年度全国高校総体出場〉

女子バレーボール部

〈令和４年度強化指定運動部〉

陸上競技部（男子・女子）

ウェイトリフティング部（男子）

バレーボール部（女子）

「なりたい自分」を探し、描き、創ろう、岩美高校で！

岩美高校は生徒一人ひとりの個性を大切にしています。
岩美高校は授業を第一にする風土を大切にしています。
岩美高校は礼節ある学校生活を大切にしています。
岩美高校は部活動を大切にしています。
岩美高校は仲間を大切にしています。
岩美高校は地域貢献の気持ちを大切にしています。
みなさんも本当に大切なものを見つけませんか、岩美高校で。

‐なりたい自分を探し、自分の可能性を伸ばすため、１年次は共通科
目を学んで基礎を固め、２年次から類型に分かれて学ぶ普通科高校
です。

‐ディベート等の教科横断的な学びをとおしてこれからの社会を生き
抜くための確かな学力を身につけるとともに、岩美町をフィールド
に、実社会と繋がる探究型学習や自主的な地域貢献活動にも積極的
に取り組んでいます。

岩美町教育委員会の支援

大学生を講師にした大学受験対策講座やネイ
ティブ講師による英会話塾を、岩美町教育委員
会が岩美高校と協力して開設。果敢にチャレン
ジする岩美高生を全力で応援します。

JR通学費補助（入学年度初期３カ月）や県外か
らの入学者の下宿支援「ふるさとファミリー制
度」等、岩美町教育委員会が鳥取県内外から来
る生徒の岩美高生活を強力にバックアップして
くださいます。

「町を知り、人を知り、未来を考える」がテー
マ。フィールドワーク重視で、文化継承、地域
振興、環境保存等に地域の方と協働して課題解
決に挑みます。地域資源や多様な大人との関わ
りをとおして、社会性やコミュニケーション力
も身につけます。

岩美高校は生徒の進路に先生方が熱心に向き合ってくれる学校
です。１年次から一人ひとりと面談をしてくれる機会がたくさ
んあり、そのたびにアドバイスをもらいながら先生と二人三脚
で希望進路の実現に取り組めます。

岩美高校はどの生徒も、先生やお客様に爽やかに挨拶します。
そしてとても仲間思い。行事にも全力で取り組んで楽しみます
が、一人になるような人がいないように全員が協力したり、後
片付けまでしっかりやりきる…岩美高校はそんな学校です。



鳥取県立八頭高等学校
〒680-0492 鳥取県八頭郡八頭町久能寺７２５

TEL（0858）72-0022

Ｅ-MAIL yazu-h@mailk.torikyo.ed.jp

2年次から各類型に分かれ、充実した施設
設備を生かして、希望進路を実現します。

仲間と励ましあいながら、粘り強く最高の
成果をめざす、大器晩成も歓迎の高校です。

愛し愛され運動

探究ゼミ・翠陵探究

主な進学先（約９５％）

●4年制大学（約６０％）

北海道大学、静岡大学、京都大学、
鳥取大学、岡山大学、広島大学、
九州大学、公立鳥取環境大学、
早稲田大学、同志社大学、立命館
大学、鳥取看護大学ほか

●短期大学（約１０％）
鳥取短期大学、島根県立大学
短大部、美作大学短大部ほか

●専門学校（約２５％）
鳥取県立鳥取看護専門学校、
鳥取市医療看護専門学校ほか

主な就職先（約５％）

●公務員
鳥取県職員、鳥取市職員、
自衛官、警察官、刑務官、
消防士ほか

●民間企業
日本郵便、
ひよこカンパニーほか

２年次で、自分たちの興味・関心の

ある分野についてグループに分かれ

て、大学・企業・行政の助言を得な

がら研究し、成果を発表する探究的

活動です。

地域を愛し、地域に愛される高校を

目指し、地元JR駅周辺や近隣施設に

出かけて清掃活動をしたり、部活動

単位で地域の方々に元気を届ける取

り組みをしています。

ホッケーは男女とも全国上位の常連、
硬式野球部は９回の甲子園出場を誇
ります。他にも体育系・文化系を問
わず全国大会出場の部が多数。５人
のオリンピアンを輩出しています。

運動部
陸上競技部/軟式野球部

バレーボール部

バスケットボール部

ホッケー部

サッカー部 / テニス部

ソフトテニス部

硬式野球部 / 剣道部

弓道部 / 柔道部

卓球部 / 水泳部

バドミントン部

文化部
吹奏楽部 / 筝曲部

放送部 / 演劇部

書道部 / 美術部

写真部 / ＥＳＳ

茶道部 / 華道部

生活デザイン部

部落解放研究部

応援リーダー部

生徒会執行部

大
空
へ
！

学校HP http://www.torikyo.ed.jp/yazu-h/ 学校ホームページ

八頭高校ってどんな学校？

卒業生の進路先（Ｈ30～R4抜粋） 部活動

在校生からのひとこと！

体育類型
体育・スポーツ全般を学びながら、専門競技力も強化で
きます。体育系大学、専門学校への進学の他、公務員や
民間就職など幅広い進路が選択できます。

探究文科類型・探究理科類型
国公立大学進学に対応した幅広くかつ深い学力を身につ
けるとともに、研究活動「探究ゼミ」を通じて課題解決
能力を育成します。

看護医療類型
看護医療系の大学、短大、専門学校への進学を希望する
生徒のために、一部科目では専門家による授業や施設見
学、体験的な学習を行い、看護医療の視点を養います。

ヤズポッポ

や ず

FAX（0858）72-0113

総合文科類型・総合理科類型
大学進学を中心としながら専門学校、就職等、志望に応
じて様々な科目を選択してバランス良く学習できます。

周りを自然に囲まれた豊かな環境の中でリラックスして勉強や部活動に取組むことができます。
「授業に集中、行事で団結、部活に熱中、進路に挑戦」する学校生活をとおして、人との繋がりや友達を
思いやり尊重する気持ちなど、学問以外にも大切なことを学べる学校です。また、地域には優しく声をか
けてくださる方もおられます。たくさんの魅力に溢れた八頭高校で、最高の３年間を過ごしましょう。



鳥取県立智頭農林高等学校
〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭711-1

TEL（0858）75-0655 FAX（0858）75-0654

MAIL tizuno-h@mailk.torikyo.ed.jp

ちづ保育園との交流

インターンシップや長期
就業体験（デュアルシス
テム）、面接対策セミ
ナーなど、3年間を通して
進路の実現を目指します。

主な進学先（過去5年間）

●4年制大学

鳥取大学、富山大学、福山大学 他

●短期大学

鳥取短期大学、美作大学短期大学部

●専門学校

鳥取県立農業大学校、にちなん中国

山地林業アカデミー、松江栄養調理

製菓専門学校 他

主な就職先
●農林業関連
智頭町森林組合、（株）サカモト 他

●製造
千代電子工業(株)、一宮電機、大真空鳥取事務所、
サングルメ 他

●福祉
（株）ソルヘム陽だまりの家、賛幸会 他

●事務・販売
日ノ丸観光、マルイ、(株)エスマート、JCBエクセ 他

自
然
と
地
域
と
と
も
に
育
む

学校HP http//cmsweb2.torikyo.ed.jp/tizuno-h/ 学校ホームページ

学校の魅力・特徴

本校の教育目標を、｢地域産業及び社会
の発展に貢献できる人材の育成｣とし、一
人一人の生徒を大切にした教育の実践して
いきます。鳥取県東部の“杉のまち”智頭
町にあり、地域の産業・伝統文化の継承に
取り組んでいます。

学科等の状況

主な進路先

ふるさと創造科

地域活動コース

森 林 科 学 科

生 活 環 境 科

森林応用コース

住環境ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

ｽｸｰﾙｷｬﾗｸﾀｰ ちのりん

町づくりプランを提案し補助金を
頂き活動します。町内商店街の
空き店舗を利用した「ちのりん
ショップ運営と職人と一緒に「格
子」と「藍染めのれん」を製作し、
町並みをデザインしています。

智頭町「百人委員会」
●ちのりんショップ
●智頭宿魅力アッププロジェクト

ち ず

在校生からのひとこと！

生産・加工・販売を一体とした６次産業化を図る起業家教育や、地域の自然・文
化を活用した体験的な学習をします。

『 栽培した野菜を使った加工食品などをちのりんショップで販売実習しています。やり遂げた後は大変気持ちいいです。』（地域活動コース）

地域福祉コース

農業技術を活用した福祉・保育に関する活動を通して、福祉マインドやコミュニ
ケーション能力を高める学習をします。

森林を守りながら、生態系や資源を活用するための知識や技術を高める学習をします。

木材加工コース

家具や木造建築を中心とした木材の加工と有効利用に関する知識や技術を高める
学習をします。

豊かな住まいの環境を創造するために、インテリア、エクステリアなど住空間に
関する基礎的な知識や技術を高める学習をします。

生活ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ

豊かな生活を創造するために、衣・食・保の基礎的な知識や技術を高める学習をします。

農業を基盤とした学習を通して、ふるさとを愛し、将来の
地域を支え、地域の農業と福祉を支える人材を育成します。

森林に関する学習や演習林での実習を通して、森林を守り、
木材工芸の価値を伝える人材を育成します。

衣食住の専門的な学習を通して、地域の伝承文化にふれ、
心豊かな生活が創造できる人材を育成します。

木材加工実習

藍染実習



鳥取県立倉吉農業高等学校
〒68２-0941

鳥取県倉吉市大谷１６６

TEL（0858）28-1341
FAX（0858）28-1342

MAIL kurano-h@mailk.torikyo.ed.jp

「時を守り、場を清め、礼を正す」教育実践
「地域と連携し、地域に貢献する」教育実践
「協同学習で学習意欲が向上する」教育実践
生物科・食品科・環境科の特色ある教育内容

１）五感を駆使する教育

視て、聴いて、触って、嗅いで、味わって学ぶ

２）個性を活かす教育

生徒会活動、農業クラブ活動、部活動、

寮生活で個性を見つけ磨く

３）体験を重視する教育

総合実習、当番実習、北海道酪農実習、

県外先進農家研修、ニュージーランド研修

長期インターンシップ（スーパー農林水産業士）

など

４）進路希望に応える教育

資格取得重視、大学等進学へ個別サポート

５）ルールとマナーを重視、学力向上の寮教育

生物科・環境科1年生は義務入寮、

他の生徒は目的入寮

主な進学先

●大学、短期大学

鳥取大学、公立鳥取環境大学、鳥取看護大学、帯広畜産大学、龍谷
大学、酪農学園大学、日本福祉大学、鳥取短期大学ほか

●専修、専門学校
鳥取県立農業大学校、YMCA米子医療福祉専門学校、鳥取市医療看
護専門学校、岡山理科大学専門学校、大阪教育福祉専門学校、
神戸電子専門学校、松江栄養調理製菓専門学校ほか

主な就職先

●公務員 鳥取県職員（土木）、家畜改良センター、兵庫県警

●農 業 鳥取中央農業協同組合、大山乳業農業協同組合ほか
●製 造 (株)明治製作所、神鋼機器工業（株）ほか
●建 設 （株）井木組、西谷技術コンサルタント（株）ほか
●販 売 (株)マルイ、(株)エスマート、ほか
●その他 地元企業各社、県外企業各社多数

牛や豚、馬、果樹、野菜、農産物加工・肉加工、稲作、販売、森林・土木、造園、草花などの授業実習で幅広い知識と技術、

責任感を身に付けることができます。自分に合った体験を行い、目標とする進路に対しての資格取得や個別指導を含んだ進

学指導が充実している学校です。寮生活をとおしてお互いを高めあう生活を実践することもでき、その結果、私は意欲的に

何事にも取り組むことができるようになりました。倉農は体験を重視している学校です。

アーチェリー部・柔道部はインターハイに出場

し頑張っています。

運動部
柔道部
剣道部
アーチェリー部
硬式野球部
バレーボール部
ソフトテニス部
陸上競技部
卓球部
バスケットボール部

文化部
新聞部
茶道部
華道部
書道部
音楽部
倉農太鼓部
部落解放研究部
美術部
乗馬セラピー同好会

大
空
へ
！

学校HP
http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/kurano-h/

学校ホームページ

倉農（そうのう）ってどんな学校？

進路状況 部活動

在校生からのひとこと！

倉吉農業高校の特色

創立明治18年（137年の伝統と緑あふれる教育環境）

文部科学省指定農業経営者育成高等学校あなたの未来に種を蒔く！ 農力全開！

乗馬セラピー ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ競技会

クリスマス会（寮）のうこう市場 大盛況

ＪＦＳ規格認証取得

スーパー農林水産業士認証取得



● 陸上競技（男子･女子）
● 自転車競技（男子･女子）
● カ ヌ ー（男子･女子）

県内高校等における運動部活動の競技力

向上と振興を目的とした制度で、本校では

３つの運動部が鳥取県スポーツ協会から指

定されています。

●地域を支える専門人材育成 重点校
●スポーツ・文化芸術活動 重点校

全ての県立高校の特色化・魅力化をより一層推進することを

目的に県教育委員会が導入した制度で、本校は上記２つの重点

項目が指定されています。

鳥取県立

運動部 強化指定校

県立高等学校重点校

主な進学先
●4年制国公立大学

公立鳥取環境大学 ほか

●４年制私立大学
中央大学、近畿大学、
美作大学、広島工業大学 ほか

●短期大学
倉敷市立短期大学、
鳥取短期大学 ほか

●専門学校
鳥取県立歯科衛生専門学校、
鳥取市医療看護専門学校 ほか

主な就職先
●公務員

大阪府警察、自衛隊
●製 造

トヨタ自動車(株)、
三菱重工(株)、
日鉄鋼板(株)、
神鋼機器工業(株)ほか

●電 気
中国電力(株)、中電工(株)ほか

●金 融
鳥取銀行(株)

●その他
地元及び県外企業各社

私たちは、日頃から身の回りの整理・整頓などに心掛けています。

挨拶や身だしなみについても意識しています。当たり前のことが当

たり前にできるように努力しています。生徒会行事にも力を入れて

おり、生徒中心で活動しています。殆どの生徒は自分に合った資格

や検定にもチャレンジしています。倉総産は自分を高めるチャンス

に溢れています。倉総産で充実したスクールライフを送りましょう。

大
空
へ
！

倉吉総合産業高校は専門高校です

進路状況

部活動

在校生からのひとこと！

本校は、工業、商業、家庭の3学科からなる総合
選択制の専門高校です。所属学科だけでなく、興味
のある他学科の専門科目も選択が可能です。専門教
科を活かして、大学や専門学校への進学も目指せま
す。自分の進路にあった科目を選び、目標を実現さ
せることができる学校です。

機械科（工業学科）
ものづくりをとおして、機械の基礎となる知識・技術・技能を学

び、工業のあらゆる分野に対応できる力を養います。
●主な取得可能資格

基礎製図検定 機械製図検定 ガス溶接技術者 技能検定（旋盤・保全・検査）

電気科（工業学科）
生活・文化の源である電気・電子・情報に関する知識・技能を習

得し、広い分野で活躍できる力を養います。
●主な取得可能資格

第二種電気工事士 第一種電気工事士 第三種電気主任技術者

倉吉総合産業高等学校
〒６８２-００４４ 鳥取県倉吉市小田２０４－５

TEL（085８）２６-２８５１ FAX（085８）２６-２８５２

MAIL sousan-h@mailk.torikyo.ed.jp

学校HP http://www.torikyo.ed.jp/sousan-h/
学校ホームページ

地域の魅力と特長

「くらよし」

時代を越えて懐かしい風景に出逢う町
学校チャレンジショップ

倉吉総合産業高校の強み

運動部
カヌー

サッカー

自転車競技

ソフトテニス

ソフトボール女子

卓球

バスケットボール

バドミントン

バレーボール女子

ハンドボール女子

野球

ラグビー

陸上競技

レスリング

文化部
演劇 解放研究 吹奏楽

生活文化（華道 茶道） 美術

技術部
機械工学

電気工学

ビジネス研究

ビジネス科（商業学科）
ビジネスに関する知識・技術とコミュニケーション力を身に付け

て、ビジネス社会で活躍する力を養います。
●主な取得可能資格

全商簿記実務検定 全商情報処理検定 全商ビジネス文書実務検定

生活デザイン科（家庭学科）
衣食住、ヒューマンサービスに必要な知識・技術を習得し、生活

を支えるスペシャリストになるための力を養います。
●主な取得可能資格及び認定証

全国高等学校家庭科技術検定 鳥取県福祉ヘルプメイト



鳥取県立鳥取中央育英高等学校

〒689-2295 鳥取県東伯郡北栄町由良宿291ｰ1

TEL（0858）37-3211 FAX（0858）37-3212

MAIL ikuei-h@mailk.torikyo.ed.jp

国公立大への進学をはじめ、
高い進路目標の実現をめざします。

総合的な探究の時間で｢地域探究の時間｣に
取り組んでいます。県内各地でのフィール
ドワークを通して地域活性化について研
究・提言し、将来のビジョンを描きます。

地域探究の時間

主な進学先

●4年制大学

鳥取大学、島根大学、富山大学、
山口大学、徳島大学、高知大学、
公立鳥取環境大学、福知山公立
大学、岡山県立大学、周南公立
大学、鳥取看護大学、日本大学
京都産業大学、龍谷大学、ほか

●短期大学
島根県立大学短期大学部、三重
短期大学、鳥取短期大学、美作
大学短期大学部ほか

●専門学校
県立鳥取看護専門学校、鳥取県
立倉吉総合看護専門学校、

鳥取県立歯科衛生専門学校、

YMCA米子医療福祉専門学校

ほか

主な就職先

●公務員
鳥取県警察、鳥取県東部広
域行政管理組合消防職、自
衛隊

●民間企業
大山乳業農業協同組合
大阪富士工業
TOTO株式会社
神鋼機器工業
ほか地元企業各社

地域の方々を講師に招き、

北栄町・琴浦町をはじめ地

域に飛び出し、仲間と協働

して課題解決に挑みます。

将来、地域リーダーになる

生徒が一人でも多く育って

くれることを願っています。

鳥取中央育英高校は今までの自分と違う自分になることができ、日々が刺激に満
ち溢れています。学習面でも遅れをとることなく、自分に合った進路が選べます。
この学校は自分の新たな可能性を見つけ、自分の夢を実現できる場所です。

多くの部が全国大会で優秀な成績を収めて

おり、日本代表選手も輩出しています。

運動部
陸上競技部
レスリング部
ソフトテニス部
山岳部
ソフトボール部男子
バドミントン部
サッカー部
バレーボール部
野球部(硬式)
バスケットボール部
水泳部(水球・競泳)

文化部
新聞部 茶道部
音楽部 華道部
美術部 解放研
書道部 学習・
ボランティア

大
空
へ
！

学校HP http://www.tottori-ikuei.jp/
学校ホームページ

鳥取中央育英高校ってどんな学校？

進路状況

部活動

在校生からのひとこと！

本校は令和５年度から変わります。１年次から普通・体
育コースに分かれて学ぶコース制を廃止し、１年次は共
通、２年次以降は３類型（「未来探究類型」「社会探究
類型」「スポーツ探究類型」）に分かれて学びます。

３類型とは
○未来探究類型
日々の教科学習をしっかり行い、その成果を上級学
校（国公立大学などの４年制大学や短大、医療系専
門学校）に生かし、県内外で活躍します。

○社会探究類型
普通科文系の学習に取り組み、地域を支える人材を
育成します。各種専門学校、公務員、民間企業など
に進み、地域に貢献します。

○スポーツ探究類型
スポーツに関する学びを、所属する部活動の技術等
の向上につなげます。さらに、進学（スポーツ系、
福祉医療系、教育系などの大学や専門学校）、就職
（公務員、民間企業）し、地域スポーツ等の発展に
貢献します。

生徒が楽しそう
に学んでいる写
真や学校の特長
が一目でわかる

写真等

http://www.tottori-ikuei.jp/


鳥取県立境高等学校
〒68４-8601 鳥取県境港市上道町３０３０

TEL（0859）44-0441
FAX（0859）44-0443

MAIL sakai-h@mailk.torikyo.ed.jp

「夢を希望へ そして実現へ」 境高であなたの未来を創り出そう！

★「さかなと鬼太郎のまち」「国際交流の山陰の玄関」境港市にある唯一の普通科高校

➡探究学習「境考学」で特色豊富な境港市から学び課題解決を提案します

★英語以外の外国語（韓国語、中国語）や英語の多読が学べる普通科高校

➡特進クラスがあり少人数のきめ細かい指導で学力を向上します

★「文武両道」の校訓のもと、部活動が盛んで、さらなる振興を目指す普通科高校

➡部活の技量向上と人間力育成だけでなく、それを糧に先の進路を展望します

これらの取組をとおして、皆さんの希望の進路の実現を目指します！

境高で自分の潜在力を磨き、可能性に挑戦してみませんか！

英語多読授業

主な進学先

●4年制大学

九州大学、岡山大学、鳥取大学、
島根大学、公立鳥取環境大学、中
央大学、同志社大学、立命館大学、
関西大学ほか
●短期大学
島根県立大短期大学部、鳥取短期
大学ほか
●看護・医療系専門学校
米子医療センター附属看護学校、
岡山労災看護専門学校、松江総合
医療専門学校ほか

主な就職先

●公務員
境港市役所、自衛隊、鳥取県警、
鳥取西部消防ほか
●企業
ＪＲ西日本、日本郵便、日立金属、
山陰酸素、三光、味屋ほか
●その他
地元企業各社

★令和３年度進路実績
４年生大学 ６８人
（うち国公立 １１人）
短大（公私） １３人
各種専修学校 ５４人
就職 ２０人

自分が取り組みたいことをしっかり後押ししてくれ、一人ひとりを大切に、手厚
い指導をしてくれる高校です。全国レベルで活躍する部活動もあります。英語多
読授業は苦手意識解消、レベルアップに役立ちます。自分がこれはと思うことが
磨けて、希望の進路の実現につなげられます！

運動部文化部は数多く全国大会に出場して

優秀な成績を修めており、オリンピック代

表選手やＪリーグ選手も輩出しています。
運動部
男女ハンドボール部
陸上部 硬式野球部
軟式野球部 サッカー部
男女硬式テニス部 弓道部
男女バドミントン部
女子バレーボール部
男女バスケットボール部
ヨット部 ソフトテニス部
ソフトボール部

文化部
吹奏楽部 演劇部
放送部 美術部
写真部 茶華道部
ESS 書道部

※赤字は全国大会で活躍

大
空
へ
！

学校HP https://www.torikyo.ed.jp/sakai-h/
学校ホームページ

境高校ってどんな学校？

進路状況 部活動

在校生からのひとこと！

きょうこうがく

境港 韓国国際交流



鳥取県立

境港総合技術高等学校

〒684-0043 鳥取県境港市竹内町925

TEL（0859）45-0411 FAX（0859）45-0413

MAIL sakaisogo-h@mailk.torikyo.ed.jp

水産、工業、福祉の専門的な分野を学び
産業界に貢献できる人材を育成します。

境港市、鳥取県、企業との関わりを通し、

地域連携に取り組んでいます。

主な進学先

●4年制大学

日本獣医生命科学大学,広島工業

大学,上武大学,東京福祉大学,広島

文教大学

●短期大学

鳥取短期大学,大阪健康福祉短期

大学,大手前短期大学

●専門学校

小樽海洋技術短期大学校,清水海

洋技術短期大学校,波方海洋技術

短期大学校,松江栄養調理製菓専

門学校,神戸電子専門学校,玉野総

合医療専門学校,松江総合医療専

門学校,日本海情報ビジネス専門

学校,倉敷中央看護専門学校,岡山

済生会看護専門学校,鳥取県立産

業人材育成センター米子校

主な就職先

●公務員

水産庁

●一般企業

共和水産,山陰冷蔵,七洋船

舶,隠岐汽船,角屋食品,鳥取

西部農業協同組合,マルイ,

トヨタ自動車,日立金属安

来製作所,瀬製作所,ＪＦＥ

スチール,中国電力,中電工,

美保テクノス,エディオン,

こうほうえん,真誠会,伯耆

の国,まるごう

工業学科電気電子科

電気をつくる・役立てる技術を学びます。

●電気工事士（一種・二種）、ＩＴパスポート

福祉学科福祉科

福祉と保育に関する専門的な知識・技術をさ

まざまな実習を通して学びます。介護福祉士

養成施設に認定されており、介護福祉士受験

資格が取得できます。

●介護福祉士受験資格、介護職員初任者研修

水産、工業、福祉の専門的な知識を学習するとと
もに、様々な実習や資格取得を通して社会で即戦
力として活躍できる技術や技能を身につけること
ができます。本校にしかない施設・設備もたくさ
んあります。

近年、山岳部、ボクシング部、弓道部は全

国大会に出場しています。文化部も、写真

部は近畿総文祭に出場しています。

運動部
陸上競技部 ハンドボール部 バスケットボール部
バレーボール部 ヨット部 硬式野球部 テニス部
ソフトテニス部 サッカー部 ボクシング部
空手道部 柔道部 弓道部 卓球部
バドミントン部 山岳部

文化部
演劇部 写真部 美術部 吹奏楽部
囲碁・将棋部 茶華道部 JRC部 自動車部

学校HP http://www.torikyo.ed.jp/sakaisogo-h/
学校ホームページ

境港総合技術高校ってどんな学校？

進路状況

部活動

在校生からのひとこと！

水産学科海洋科
乗船実習などの実習に取り組み、水産・海洋関連の資格
を取得します。
●主な取得可能資格

海技士筆記試験、一級小型船舶操縦士、潜水士

水産学科食品・ビジネス科
水産食品や経営に関する実習に取り組みます。
●主な取得可能資格

簿記実務検定、HACCP基本技能検定

工業学科機械科
ものづくりを通して、機械の基礎となる知識・技術・技
能を学びます。自動車整備士養成施設に認定されており、
３級自動車整備士の実技試験が免除になります。
●主な取得可能資格

３級自動車整備士



鳥取県立日野高等学校
〒68９-4503 鳥取県日野郡日野町根雨３１０

TEL（085９）72-0365 FAX（085９）72-0366

MAIL hino-h@mailk.torikyo.ed.jp

主な進学先

●大学

公立鳥取環境大学、鳥取看護大学
奈良大学ほか

●短期大学
美作大学短大部
鳥取短大ほか

●専門学校等
YMCA米子医療福祉専門学校
松江総合医療専門学校
日本海情報ビジネス専門学校
鳥取県立農業大学校ほか

主な就職先

●公務員
自衛官、日野町役場

●製造
TVC、グリコマニュファクチャリ
ングジャパン、菅公学生服ほか

●福祉
社会福祉法人日翔会
社会福祉法人こうほうえんほか

●販売
丸合、ザグザグほか

●その他
松月旅館
日本郵便、日本通運ほか

○日野高校の授業は少人数のため、一人ひとりに分かりやすく教えてもらえます。地域と連携した活動も

たくさんあり、充実した高校生活を送っています。

○日野高校では、自分の将来に役立つ科目を選択して「自分の時間割」が作れます。普通科にはない科目

も多く、自分のやりたいことに取り組むことができます。

○郷土芸能部で神楽を演じています。各地で公演を行い、様々な方に喜んでいただいています。

他校にないユニークな部活動に参加できるのも日野高校の魅力です。

運動部
ソフトテニス部 射撃部
硬式野球部 陸上競技部
卓球部 バドミントン部
スキー部

文化部
郷土芸能部 茶道部
社会問題研究部 音楽部
美術部 ワープロ部

学校HP https://cmsweb2.torikyo.ed.jp/hino-h/

日野高校ってどんな学校？

進路状況（過去３年間） 部活動

在校生からのひとこと！

大学、短期大学、医療系・福祉系
専門学校などへの進学に対応した
教科・科目を学習し、進路実現に
必要な学力を育成します。

共通教科(国語、数学、英語など）の科目から専門教科（農業、商
業、福祉など）の科目、様々な選択科目の中から自分で科目を選択して学習計画を立て
て学びます。みらい創造・地域創造の理念のもとに、４つの系列を設置しています。

みらい創造系

総合進学系列

地域創造系

アグリライフ系列

情報ビジネス系列

ヒューマンケア系列

恵まれた自然環境を活用し、自然と人間生活の関わりを草花・野菜
の栽培や食品製造などを通して学習し、幅広い分野で役立つ実践力
を養います。

ビジネスの基礎・基本を学ぶとともに、ＩＴ社会に対応できる能力
を育みます。また、地域の産業や観光に着目し、課題の解決やアイ
ディアの提案力を養います。

異年齢の人々との交流を通して人と関わる力を育みます。また、高
齢化社会に必要とされる介護・福祉に関する基本的な知識・技術を
習得するとともに体験を通して実践力を養います。

神楽を各地で上演する
郷土芸能部

夢に向かって進学
学んだ専門性を活かして就職

総合学科の高校です

地域資源を活用してます 山間地
域にある学校の利点を生かして、
地域の人々との交流や地域の資源
を授業等に取り入れた多様な学び
により、自分の成長を実感できる
学校です。

全国大会にも出場する
射撃部
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＜お問合せ先＞ 

◆詳細な教育内容、募集条件等については、各高等学校にお問い合せ願います。 

◆県立高校入試全般については、以下にお問い合せ願います。 

 

鳥取県教育委員会事務局高等学校課 

電話：０８５７－２６－７９１７ 

URL： https://www.pref.tottori.lg.jp/furusato-ryugaku/ 

E-mail： koutougakkou@pref.tottori.lg.jp 

令和４年６月作成 


